
宇都宮国道事務所長表彰

優良工事

○共立建設 株式会社 

【Ｈ３０・３１新４号幸主跨道橋改良（その１）工事】 

この度は優良工事表彰を賜り、誠に有難

うございます。 

本工事は、新４号バイパスの交差点立体

化に伴う補強土壁を構築する工事であり、

盛土の締固め管理や補強土壁の変位に重点

を置いた施工管理を実施しました。 

また、工事期間中、地域住民の皆様のご

理解ご協力により円滑に工事を進める事が

でき、無事故で工事を完成させる事が出来

ました。 

今回の受賞を励みに、今後さらなる技術

の向上に努力して参ります。 

○渡辺建設 株式会社 

【Ｈ３０・３１新４号幸主跨道橋改良（その２）工事】 

この度は、優良工事という栄誉ある賞を

受賞でき、大変光栄に存じます。 

本工事は、効率と生産性向上の為に、協力

業者の進捗状況の把握や工程調整及び業務

の効率化に努め、無事故無災害で４週８休

を実現することができました。 

現場運営では、発注者の皆様方にご理解

とご協力を頂きながら、非常に雰囲気の良

い現場作りができました事、大変感謝して

おります。 

今後も、担い手の確保・育成に努めなが

ら地域に貢献して参る所存です。 



優良下請企業・優秀下請技術者

○株式会社 テラック 

【Ｈ３０・３１足利福富町電線共同溝（その２）工事】 

優秀下請技術者 藤崎 大介 

この度の受賞を、会社をはじめ社員一同大

変喜んでおります。 

元請社員様が先頭に立ち、全員でコミュニ

ケーションを図り、協力し合い、無事故・無

災害で現場を完成させた実績を認めていた

だいたものと感謝いたします。 

これからも更なる技術の向上に励み、また

働き方改革にも取り組んでまいります。 

○興亜建設 株式会社 

【５０号新川島橋(右岸)上部工事】 

優秀下請技術者 工藤 剛 

この度は、数多い工事の中から表彰を賜り

誠にありがとうございました。 

工事期間中は、元請業者と施工検討を重ね

て施工手順を工夫するなどの取組みによっ

て、安全性の向上や品質の向上、作業効率の

向上を図ることに貢献することが出来たと

考えております。 

これらを高く評価して頂いたことを嬉し

く思うとともに今後の励みに致します。 

施工に際して、ご指導を頂いた関係者の皆 

様に厚く御礼申し上げます。 



○有限会社 石井組

【Ｈ３０・３１矢板管内維持工事】 

優秀下請技術者 高久 政善 

この度は優良下請企業・優秀下請技術者表彰

をいただき、誠に有難うございます。 

本工事施工に対しましては、昼夜を問わず発

生する緊急対応に、迅速かつ丁寧な対応を心掛

け、工事を行って参りました。 

矢板出張所関係各位皆様、（株）浜屋組担当

者様の多大なるご指導により無事故、無災害で

工事を完成することができ、心より感謝申し上

げます。 

この受賞を励みとし社員一同、一層努力し

て、安全・安心な施工に努めて参ります。 



難工事功労

○岩澤建設 株式会社

【Ｈ３０・３１小山管内維持工事】 

この度は、栄えある宇都宮国道事務所長表彰を

賜り、誠にありがとうございます。 

小山管内維持工事は、地域の生活に密接してお

り、内容も様々な工種で広範囲にわたるため、「迅

速で確実に、誠意をもって」を基本理念として、責

任をもって対応しております。 

このような意識の元、次世代の人材に確かな技

術と理念を継承し、今後も皆様にご評価いただけ

るよう鋭意努力し、工事に邁進する所存でござい      

ます。 

○宇都宮電子 株式会社 

【Ｒ１宇都宮国道ＣＣＴＶ外設備工事】 

この度、難工事功労表彰を賜りましたことは、

発注者の皆様方をはじめ、ご協力いただいた全て

の皆様のおかげと深く感謝申し上げます。 

本工事は、施工箇所が点在し、重車両の交通量

が多い国道を車線規制して行いました。 

無事故無災害で竣工できたのは、安全管理の徹

底を図り、日々精進した結果だと思っております。 

今後も会社一丸となって技術の向上を図り、地

域社会に貢献できるよう努力してまいります。 

○金杉建設 株式会社 

【Ｈ３０・３１利根川橋護岸整備（その２）工事】 

この度、難工事功労表彰をいただくことができ、

工事関係者の皆様のご協力の賜物と大変感謝し

ております。 

難しい条件下での施工に一丸となり取組んで

いただいた、皆様の努力の結果と思っております。 

今後もこの受賞を励みとし、さらなる技術力の

向上、地域社会への貢献等、他の模範となれるよ

う努めていきたいと思います。 



○株式会社 佐藤渡辺 関東支店 

【Ｒ１国分寺管内路面補修他（その３）工事】 

本工事の施工にあたり、出張所をはじめ各関

係機関のご協力とご指導のもと、路面調査から

設計変更審査会の早期開催、大型車交通量の多

い中での日ごろの安全対策等々ご指導いただき、

無事に工事を終えることができました。 

結果として優良工事表彰を受賞できたことは

非常に光栄であり、今後も受賞者としての誇り

と責任を持ち、より一層努力を重ね、より良い  

インフラ整備に努めてまいります。 

○株式会社 浜屋組 

【Ｒ１国分寺管内路面補修他工事】 

【Ｒ１国分寺管内路面補修他（その２）工事】 

この度は、宇都宮国道事務所所長様より栄誉

ある表彰を頂き誠に有難う御座います。

今回受賞できた事は、所長様をはじめ関係者

各位の適切なるご指導の賜と深く感謝を致しま

す。

施工中は、新４号及び上三川ＩＣランプご利

用者様にはご不便をおかけしましたが、無事故、

無災害で工事を終わらせることが出来ました。

今後も地域社会発展の為、社会資本整備に携

わってまいりますので、ご指導ご鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。

○株式会社 増渕組 

【Ｈ３０小山管内路面補修他工事】 

弊社におきましては、この度「宇都宮国道事務

所長表彰 難工事功労」の表彰を頂き、建設業者

として感謝いたします。 

発注者様および協力会社様、工事関係者の皆様

に深く御礼申し上げます。 

今後も弊社方針にもある、地域社会に貢献でき

るように建設業の発展に努めていきたいと思い

ます。 



○川上建設 株式会社 

【Ｈ３０国分寺管内路面補修他工事】 

本工事は国分寺出張所管内の一般国道４号・

新４号国道において国土強靭化対策として路

面補修及び街渠桝蓋の取替を行った工事であ

ります。 

重交通下の供用中道路で夜間車線規制を行

った中での作業であるため入念な安全管理が

必要でした。 

結果としてこのような賞を賜り大変光栄で

す。 

最後に、ご指導いただいた国分寺出張所監督         

職員の方々には深く感謝申し上げます。 

誠にありがとうございました。 

【Ｒ１国分寺管内路面補修他（その８）工事】 

難工事功労表彰という名誉ある表彰を賜りま

して、厚く御礼申し上げます。 

本工事は新４号国道における路面補修工事で、

国道５０号との合流部における夜間交通規制を

伴う工事でした。 

工程も厳しい工事でしたが無事故で完成でき、

結果としてこのような賞を賜り大変光栄です。 

最後に、ご指導いただいた国分寺出張所監督

職員の方々には深く感謝申し上げます。 

誠にありがとうございました。 

【Ｒ１国分寺管内路面補修他（その４）工事】 

難工事功労賞を賜り誠に有難う御座いました。 

本工事は、国土強靭化対策を目的とした工事

でした。 

新４号国道の交通量が多い中車線規制を行い、

視認性に留意して安全に施工し、無事故無災害

で完成致しました。 

監督職員の方々をはじめ、工事に携わった現

場スタッフ、上司・諸先輩方のご尽力の賜物で

す。 

皆様に厚く御礼申し上げます。 

今後も現場安全の向上に努め、日々精進して参

ります。 



【Ｒ１小山管内路面補修他（その２）工事】 

本工事は小山出張所管内の一般国道４号・国道５

０号において国土強靭化対策として路面補修及び街

渠桝蓋の取替を行った工事であります。 

民家・店舗等が連続する箇所での施工であったた

め、住民挨拶・工事の説明等の沿道対策を入念に行

いました。 

結果としてこのような賞を賜り大変光栄です。 

最後に、ご指導いただいた小山出張所監督職員の  

方々には深く感謝申し上げます。 

誠にありがとうございました。 

○光洋建設 株式会社 

【Ｈ３０下野笹原電線共同溝等整備（その２）工事】 

この度は、難工事表彰を頂きまして誠に有難うご

ざいます。 

本工事は、電線共同溝・側溝工事を夜間施工で行

いました。 

現場は、市役所前また駅前で道路利用者が多く、

歩道切り回しや一般車の出入りの確保に苦労しまし

たが、地域住民のご理解とご協力により事故・トラ

ブル無く完成することが出来ました。 

住民対策と安全対策とコロナ対策に配慮し今後も 

工事を進めて行きたいと思います。 

【Ｈ３１矢板管内路面補修他（その２）工事】 

この度は、難工事表彰を頂きまして誠に有難うご

ざいます。 

 本工事は、交通量の多い国道４号線における冬季

の夜間舗装工事ということで、安全と品質の確保が

課題でしたが、地域の皆様や工事関係者の皆様のご

協力により、無事故で納得の行く舗装を施工するこ

とが出来ました。 

より良い社会資本を提供出来るよう、今後も一層

邁進してまいります。 



○昭和建設 株式会社 

【Ｈ３０新４号五霞地区改良舗装工事】 

この度、令和元年度難工事功労表彰の栄誉に

浴しましたことは、工事に従事した社員一同、

身に余る光栄であり、感謝申し上げる次第でご

ざいます。 

この工事は、夜間工事が主とし安全管理と近

隣対策に配慮致しました。 

宇都宮国道事務所の皆様方をはじめ古河監督

官詰所の建設監督官や技術員の皆様方には、ご

指導ご鞭撻を賜り無事故無災害で完遂すること

が出来ました。 

今後とも、受注者の責務として、発注者の皆

様方の期待と信頼に応え、意識の向上を図り、

責任感をもって工事を完遂致します。 

○大有建設 株式会社 東京支店 

【Ｒ１国分寺管内路面補修他（その５）工事】 

この度は難工事功労表彰の受賞を頂き誠に有

難うございます。 

本工事は一般国道４号（新４号国道）において

経年劣化に伴う舗装補修及び冠水対策を行う工

事でありました。 

当路線は交通量が４万台/日を超える重交通路

線であり、夜間での施工であったため国道利用者

が安全に走行できる様に、また、安全に施工がで

きる様に交通規制の方法などに配慮しました。 

無事故無災害で竣工を迎える事が出来たのは、

国分寺出張所長をはじめ関係者皆様のご指導と

ご協力のおかげです。ありがとうございました。 



○東鉄工業 株式会社 埼玉支店 

【Ｈ３０小山高架橋橋梁補修工事】 

この度は難工事功労表彰に選定していただ

き、誠にありがとうございます。 

当箇所は特に車速の出やすい高架橋部の補

修工事であるため、交通災害防止と迅速な施工

に重点を置きながら品質確保に努め、無事故で

完成することができました。 

これもひとえに発注者をはじめ、関係各位の

方々のご指導ご協力の賜と深く感謝申し上げ

ます。 

今後は更なる技術の研鑽に励み、安全・品質    

の向上を目指してまいります。 

【Ｈ３０・３１小山高架橋外補修工事】 

この度は難工事功労表彰を頂き、誠にありが

とうございます。 

当工事は重要な交通インフラである国道５０

号の修繕及び生活に密接に関わる歩道橋の補修

工事であり、利用される方々への支障を最小限

に抑えることを念頭に施工を進め、無事完成す

ることができました。 

これもひとえに発注者関係各位の方々の支援

のおかげです。 

今後はこの受賞を励みとし、より一層の品質       

向上と安全確保に努めていきます。 

○常盤工業 株式会社 関東支店 

【Ｒ１国道４号小山喜沢電線共同溝工事】 

この度、Ｒ１国道４号小山喜沢電線共同溝工

事の竣工にあたりまして難工事功労表彰をいた

だくことができました。 

片側１車線区間で片側交互通行規制での工事。 

無事竣工できましたのも、沿線住民や利用さ

れるドライバ-の皆様の協力と発注者のみなさ

まのご指導のおかげです。 

ありがとうございました。 



○福田道路 株式会社 東京本店 

【Ｈ３０下古山電線共同溝（その３）工事】 

この度は、難工事功労表彰という栄誉ある賞を

いただき、建設工事に携わる者として大変光栄に

思います。 

この受賞につきましては、工事完成に向けて当

社職員や協力業者等関係各位の努力と地域住民の

皆様の工事に対するご理解とご協力を頂けたこと

によるものと深く感謝しております。 

今後もこの受賞を励みとし、より一層の品質・

技術の向上と工事の安全確保ならびに地域社会へ

の貢献に努めていきたいと思います。 

○三井住建道路 株式会社 関東支店 

【Ｈ３０茂原電線共同溝（その２）工事】 

現場の環境改善として、静かな住宅地での夜間

工亊で作業音を少なくする為とＣＯ2の排出削減

の為に、充電式照明や工亊標識を使用し、騒音を

出さない様に務め、近隣との情報共有として月間

工程を回覧し工亊を円滑に進める亊ができまし

た。 

この年は、天候も悪く１１月には台風に伴う災

害支援協力、工亊全体では働き方改革（四週八休

の実施）を工程に組込みながら工亊を完成出来た

亊が、非常に良い経験が出来たと思っています。 



優良業務・優秀技術者

○株式会社 建設技術研究所 東京本社 

【Ｈ３０宇都宮国道管内交通安全対策検討設計業務】 

優秀技術者 津吉 俊尚 

このたびは、優良業務表彰をいただき、誠

にありがとうございます。 

本業務における数々の課題に対して、各

分野で専門性の高い技術者がそれぞれの技

術力を発揮するとともに、社内での情報共

有と厳格な照査を行い、誠意をもって対応

した結果であると、関係者一同、大変うれし

く思っております。 

今後も引き続き、国民のくらしの向上と

建設業界の発展に貢献できるよう、業務に

取り組んで参りたいと考えております。 

○三展ミネコンサルタント 株式会社 

【Ｈ３１宇都宮国道事務所工務資料作成業務】 

優秀技術者 廣瀬 光一 

この度は、令和元年度優良業務表彰を頂

き、誠にありがとうございます。 

今回の受賞は、宇都宮国道事務所長をは

じめ調査職員の皆様のご指導とご協力の賜

物とあらためて深く感謝申し上げる次第で

ございます。 

私たち、三展ミネコンサルタントの社員

一同は、今後もこの栄誉を励みに、さらな

る品質の向上と技術力の確保を図り、受注

者の責務と役割を果たし、官民一体となっ      

て尚一層業務に精励する所存でございます。 



関東地方整備局長表彰工事の紹介

優良工事・優秀技術者

○株式会社 安部日鋼工業 東京支店

【５０号新川島橋(右岸)上部工事】 

この度は、多くの完成工事の中から優良工事表

彰を賜り、身に余る栄誉だと感じております。 

工事期間中は、事故防止や品質向上に努めると

ともに、周辺交通や近隣施設利用者の安全と利便

性の確保に力を注ぎました。 

これらを高く評価して頂いたことは、建設現場

に携わる技術者として、大きな自信を与えて頂き

ました。 

施工に際して、ご指導・ご支援を頂いた監督職

員と関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。 

“ありがとうございました” 

○株式会社 浜屋組 

【Ｈ３０・３１矢板管内維持工事】 

この度は、関東地方整備局局長様より栄誉ある

表彰を頂き誠に有難うございます。 

これもひとえに、所長様をはじめ関係者各位の

適切なるご指導の賜と深く感謝申し上げると共

に国道４号利用者と沿線の皆様のご理解ご協力

のお陰でございます。 

今後も、ライフラインの維持管理業務を通して

地域の安全・安心を守っていく為、更なる技術の

研鑽と無事故、無災害に努めて参りますので、変          

わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。 



優良工事

○日瀝道路 株式会社 

【Ｈ３０国分寺管内路面補修他（その２）工事】 

この度、関東地方整備局優良工事表彰とい

う過分な評価をしていただき、大変うれしく、

光栄に思っています。 

これもひとえに、皆様のお力添えのおかげ

と、深く感謝しております。 

正直に受賞の吉報を耳にし、非常に驚いて

います。 

今後も、この賞の受賞を目標と励みにし、

期待に応えられるよう技術の研鑽はもちろ

んのこと、安全第一を念頭に置き、より一層

気持ちを引き締め業務に励んで参ります。 

○三井住建道路 株式会社 関東支店 

【Ｈ３０・３１足利福富町電線共同溝（その２）工事】 

この度は、優良工亊表彰を頂き、誠にあり

がとうございました。 

工亊場所は足利市内の交通量が多い国道

５０号であり、厳しい工期の中で完成させる

亊が重視される工亊でした。 

このような状況下で当社はもとより、発注

者のご指導のもと、協力業者との連携を図り

つつ沿道住民の皆様からご理解とご協力を

いただくことで、無亊故・無災害で完成させ

る亊が出来ました。 

今後も、技術の研鑚と誠実な施工に務める          

よう励んでいきたいと思います。 


